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2018 年 2 月 2 日、8 年ぶりに米国防省から「核

態勢見直し（NPR）」が発表された。NPR は、米

国の核戦略や兵力構成の在り方を示す文書で、

1994 年、2002 年、2010 年に次いで 4 回目の策定

となる。このうち、1994 年版と 2002 年版につい

ては内容は秘密とされ、一部のみの公表となったが、

2010 年版以降は全文が公表されており、現在の米

国の核戦略に関する宣言政策を明らかにするうえ

で重要な役割を果たしている。 

今回の 2018 年版 NPR は、トランプ政権として

の核戦略を明らかにする役割を担ったわけだが、

2017 年 12 月に公表された「国家安全保障戦略

（NSS）」において安全保障戦略全体を、2018 年

1 月公表された「国家防衛戦略（NDS）」において

国防戦略全体を明らかにしたのを受けて、核戦略に

関する戦略文書として公表されたものであり、この

流れから、トランプ政権においては、安全保障戦略

を総論から各論へと順を追って策定していこうと

する意図を感じることができる。そのため、2010 年

版 NPR の後で 2010 年版 NSS を発表し、両者の論

理的な関係が感じられないオバマ政権と大きく異

なり、2018 年版 NPR は 2017 年版 NSS の基本的

な戦略枠組みをベースにしている。たとえば、核兵

器の役割について、2018 年版 NPR では「核及び

非核攻撃の抑止」とし、核兵器の「基本的な役割」

を敵国からの核攻撃の抑止とした 2010 年版 NPR

と比べて核兵器の役割を拡大させようとしている

との指摘があるが、これについては、2018 年版

NPR で初めて明らかにされたのではなく、すでに

2017 年版 NSS において、①敵国による核攻撃の阻

止、②非核兵器による戦略攻撃の阻止、③大規模な

通常戦力による侵略の阻止が核兵器の役割として

示されていたのである。 

2018 年版 NPR は、2017 年版 NSS と同様「大

国間の競争が復活した」との世界観に基づいて米国

の核戦略を示している。その中では、ロシア、中国、

北朝鮮、イランを核抑止の対象として明示し、それ

ぞれに対する抑止戦略の在り方についても明確に

論じられている。このことからも分かるように、東

アジアにおける中国と北朝鮮に対する核抑止の態

勢をどのように構築するかが、2018 年版 NPR の

大きなテーマの 1 つであり、我が国の安全保障にも

大きな影響を及ぼし得る内容が含まれている。他方、

前述した核兵器の役割の位置づけや、低出力核オプ

ションといった論争的な点が含まれていることも

あり、2018 年版 NPR に対する日本国内の論調は

大きく分かれている。本稿では、2018 年版 NPR に

ついて分析するが、特に批判的な論考が指摘してい

る論点について掘り下げて分析したうえで、日本の

安全保障に対して持つ影響についての評価を行う

こととする。 

 

 

2010 年版 NPR に先立ってオバマ大統領はプラ

ハで演説を行い、「核のない世界を目指す」ことを

謳ったが、同時に、核兵器の脅威が存在する限り、

米国は安全（safe）、確実（secure）、効果的（ef

fective）な核戦力を維持するとも表明している。米

国において核戦力の運用をつかさどる戦略軍は、毎
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年夏に核抑止に関するシンポジウムを主催してお

り、核戦略に関する最新の論点について議論が行わ

れているが、2016 年に行われた同シンポジウムで

は、オバマ政権において決定された新型 ICBM や

新型ミサイル原潜の開発とプラハ演説との関係が

1 つの論点となった。そこでパネリストとなった、

当時の核・ミサイル防衛担当国防次官補代理であっ

たエレーヌ・バン氏は、これらの開発プログラムは

安全・確実・効果的な核抑止力の維持のための不可

欠なものであり、プラハ演説の考え方と完全に合致

したものであると述べている。2018 年版 NPR に

おいては、プラハ演説については全く言及されてい

ないが、引き続き安全・確実・効果的な核抑止力を

維持していくと述べられており、核戦力構築にあ

たっての基本的な考え方は変わっていないと考え

られる。 

しかしながら同時に、2018 年版 NPR は、オバ

マ政権当時の 2010 年版 NPR の戦略的前提に対す

る批判的な総括を出発点としていることが大きな

特徴である。具体的には、2010 年版 NPR は、ロシ

アやその他の大国との軍事的対決の可能性が今後

も劇的に低下するであろうこと、また、米国が自ら

の安全保障戦略の中での核兵器の役割を低減させ、

その数量を縮減していくことで、グローバルな核拡

散の誘因を低減させ、核兵器が使用される可能性を

低下させることができるであろうといった期待を

前提としてきたと指摘しつつ、それらは現実化しな

かったと指摘し（６頁）、2010 年以降、オバマ政

権の期待に反して、どの潜在的な対立相手も、安全

保障戦略における核兵器の役割を低下させたり、配

備している核戦力の規模を縮小させてこなかった

と述べている（7 頁）。すなわち、米国が核軍縮を

進めていけば、ほかの核兵器を保有する国々も追随

するであろうという願望（6 頁）に基づいて核戦略

を構築するのは、現実の安全保障の観点から危険で

あるとの情勢認識を基本にした上で、安全保障環境

が悪化しているとの現状認識に立ち、米国の核抑止

力の役割と兵力構成とを再構築していく必要があ

るというのが、2018 年版 NPR の基本的な前提な

のである。 

こうした考え方はこの 2018 年版 NPR で突然現

れてきたものではない。例えば 2014 年の段階で、

スタンフォード大学出版局から、欧米の主要な核戦

略家たちの共著で「21 世紀における限定核戦争」

（ジェフリー・ラーセン、ケリー・カーチュナー編）

という本が出版されており、現在の安全保障環境の

中で、冷戦期の核戦略をめぐる議論の中で想定され

ていたのとは全く異なる形で生起しうる限定核戦

争に関する分析を深めていく必要性が指摘されて

いた。 

また、上述の戦略軍主催の核抑止シンポジウムに

は筆者も毎年招待されて参加しているが、特に 20

14 年のロシアのクリミア併合以降は、核抑止力の

役割が再び高まってきたとの論調が支配的になっ

ていた（同シンポジウムにおけるプレゼンテーショ

ンについては https://www.youtube.com/user/stra

tcompa から視聴することができる）。例えば 201

7 年に行われた同シンポジウムで筆者が参加した

パネルの名称は「相手国が核兵器を使用した場合の

対応が、抑止と安心供与に対して持つインプリケー

ションの分析」（筆者注：この文脈でいう「安心供

与」とは、米国が拡大抑止を提供することによって、

同盟国の安全保障上の不安を低減させること。英語

では assurance という）というものであったよう

に、「核兵器が使用される」状況も含めて議論しな

ければならないとの認識は、核戦略の専門家の間で

はすでに共有されていたのである。その意味で、2

018 年版 NPR における様々な記述は、トランプ政

権において突然生まれてきた考え方ではなく、核戦

略の専門家コミュニティが 2014年以後形成してき

た共通認識を反映したものであるといえるのであ

る。 

 

 

 

2018 年版 NPR に対する日本のジャーナリズム

の評価は大きく分かれている。いわゆる５大紙の社

説（産経新聞は「主張」）の見出しは、産経新聞が

２．2018 年版 NPR に対する批判： 

核兵器の役割、低出力核、軍拡競

争 



NIDS コメンタリー第 7 号 

 

3 
 

「米国の新核戦略 日本国民の安全に資する」（2

月 13 日）、読売新聞が、「現実を踏まえた抑止強

化策に」（2 月 6 日）、日本経済新聞が「米の NPR

に映る保有国の不作為」（2 月 6 日）、毎日新聞が

「新たな軍拡競争を恐れる」（2 月 4 日）、朝日新

聞が「歴史に逆行する愚行」（2 月 4 日）となって

おり、ほぼ全面的に支持する産経新聞から、核抑止

力強化の必要の観点から肯定的に評価しつつも核

軍縮の必要性にも言及する読売新聞および日本経

済新聞、批判的なスタンスをとる毎日新聞、朝日新

聞という形で、明確に評価が分かれている。 

唯一の戦争被爆国であると同時に、極めて厳しい

安全保障環境に置かれ、核兵器の脅威にさらされて

いる日本にとって、核抑止は特に論争的なテーマで

あり、このような形で論調が分かれるのは驚くべき

ことではない。ただし、批判する場合でも支持する

場合でも、2018 年版 NPR の背景と論理とを正し

く消化したうえで議論を進めることが重要であろ

う。その観点から、ここでは、2018 年版 NPR に対

する批判として提起されている 3 つの論点である、

核兵器の役割、低出力核オプション、核軍拡競争を

招く可能性について分析を行うこととする。 

まず第 1 に核兵器の役割に関する論点を検討し

たい。本稿の冒頭で述べた通り、2010 年版 NPR に

おいては、核兵器の「基本的な役割」を相手国の核

兵器の使用の抑止としたうえで、今後核兵器の役割

をより低減させていく努力を払っていく方針を示

し、その一部としてアジア太平洋地域における拡大

核抑止の一部を担っていた核搭載トマホークを退

役させた。それに対し、2018 年 NPR では、より具

体的に「核攻撃を抑止することが核兵器の唯一の目

的（sole purpose）ではない」（20 頁）と明記した

うえで、核兵器の役割として「核・非核攻撃の抑止」

があるとしたのである。このような記述の変化の背

景には、2010 年版 NPR で米国が示した「核兵器

の役割の低減」に対して中露が追随することはない

ばかりか、北朝鮮などへの核拡散の抑制にも寄与し

なかったとの現状認識がある。例えば、2013 年 6

月にオバマ大統領がベルリンで行った演説の中で、

ロシアに対して戦略核戦力をさらに 3 分の 1 削減

する提案を行ったにもかかわらず、ロシアはそれに

応えなかった。そして、引き続いて 2014 年以降生

起しているクリミア危機を契機とした米露関係の

悪化によって、核軍縮をさらに進めていけるような

国際政治環境ではなくなってしまったのである。さ

らにそれと連動する形で、ロシアの非戦略核の先行

使用（詳細は後述）に関する懸念も高まってきた。 

こうした展開を踏まえれば、NPR2018 における

核兵器の役割の見直しは、2010 年以降の国際政治

における大国間の連続した相互作用の帰結として

みるべきであって、トランプ政権のみにその責任を

帰すのは公正な評価とは言えないであろう。 

なお、2010 年版 NPR も、核兵器の「基本的な役

割」を相手国の核使用の抑止と述べただけで、核兵

器のすべての役割を核抑止としたわけではないこ

とにも留意が必要である。2018 年版 NPR も、米

国が核使用を考慮するような状況は、「極限的な状

況」に限られると述べており、また「NPT 上の非

核兵器国で条約上の核不拡散義務を順守している

国に対して核兵器を使用しないし、使用の威嚇も行

わない」（21 頁）と述べているが、これは 2010 年

版 NPR における記述と同一である。違いは、2010

年版 NPR における「極限的な状況」が基本的には

生物化学兵器の大規模な使用を意味しているのに

対し、2018 年版 NPR が、非核の戦略攻撃を主と

して念頭に置いていると述べている点にある。 

非核の戦略攻撃としては、民間人やインフラ、あ

るいは核戦力及び核戦力に関する指揮統制システ

ムに対する攻撃などが例示されているが、これらを

含めて核抑止の対象にしたことについては、価値観

やコスト分析の問題というべきであろう。ただ、近

年サイバー攻撃の脅威が深刻にとらえられている

ことを考えると、例えばサイバー攻撃による核戦力

に関する指揮統制システムへの攻撃を核抑止の対

象とすると述べることは、それほど極端な考え方で

はないように思われる。また、精密誘導兵器の拡散
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により、米国が核搭載可能戦術航空機を前方展開さ

せた場合に通常弾頭ミサイルによって攻撃される

可能性も生じているが、そうした攻撃も核抑止の対

象とすることも、やはりそれほど過激な発想である

とは思われない。このように見ると、2018 年版

NPR における核兵器の役割の再評価は、取り立て

てトランプ政権が好戦的だからというわけではな

く、2010 年から現在までの安全保障環境の悪化が

単純に反映されていると考えられよう。 

第 2 の論点は、低出力核オプションに関するもの

である。ある意味、これが 2018 年版 NPR におい

て最も論争的な点であるといえる。これは、西側と

ロシアとの武力紛争が生起してしまった場合、ロシ

アが低出力核を先行使用することで、西側がそれ以

上対抗するのを断念させる「ディエスカレーション

戦略」を試みることに対する強い警戒から、米国も

同様の低出力核オプションを整備していく必要が

あるとしたものであり、具体的には、既存のトライ

デント D5SLBM を改良して低出力バージョンの

SLBM とすることを打ち出した。トライデント D5

に搭載されている水素爆弾は、第 1 段階として起爆

用に核分裂反応を発生させ、その高温・高圧をトリ

ガーとして第 2 段階の核融合反応を発生させるが、

これは弾頭を改造し、第 2 段階の核融合反応を起こ

さず、第 1 段階の爆発に限定することで低出力化す

るものとみられる。さらに、2010 年版 NPR の決

定に伴い解体してしまった核搭載トマホークに代

わる海洋発射型の核搭載巡航ミサイルを追求する

とした。ただし、ロシアが INF 条約の遵守等の取

組に回帰するのであれば SLCM の追求を再考する

可能性があるとしている。 

こうした低出力核オプションに対しては、「核使

用の敷居を下げる」という批判がある。しかしなが

ら、これは元来ロシアの「ディエスカレーション戦

略」に対抗する意図を持っているものである。ロシ

アの「ディエスカレーション戦略」とは、核兵器の

早期における先行使用を意図しているものである

から、「核使用の敷居」はすでにロシアによって下

げられていると考えられる。 

また、現状で米国は全く低出力核オプションを有

していないわけではない。現在でも、航空機搭載用

の B61 核弾頭と爆撃機搭載型巡航ミサイルは低出

力核オプションとしての使用が可能である。その意

味で、新たな低出力核オプションが「核の敷居」を

今以上に下げることはありえない。ただし、既存の

低出力核オプションは、ロシアの A2/AD 能力の突

破能力や、迅速な攻撃能力の点で不足がある。新た

にトライデント D5 を改造して低出力核オプショ

ンにするとすれば、突破能力や迅速な攻撃能力と

いった、そうした既存の低出力核オプションの欠点

が補完されることになる。 

例えば、西側諸国とロシアとの間で武力紛争が生

起してしまったような状況において、米国の既存の

低出力核オプションを、自らの A2/AD 能力によっ

て無力化することが可能であるとロシアが認識し

た場合、低出力核弾頭を用いたディエスカレーショ

ン戦略を試みる可能性が懸念されることになる。そ

の場合、現状ではロシアの低出力核弾頭に対して米

国は大出力の戦略核弾頭によって報復せざるを得

なくなるが、それはロシアの戦略核戦力の使用を呼

び込み、結果としてお互いの戦略核の応酬、すなわ

ち冷戦的な「相互確証破壊」へとエスカレートして

しまうこととなる。そのため、ロシアから見れば、

低出力核弾頭による攻撃を行ったとしても、米国は

「相互確証破壊」へのエスカレートを恐れて核報復

を行わないであろう、との戦略的計算が成り立つ余

地が生まれる。 

しかしながら、改造型トライデント D5 のような、

ロシアの A2/AD 能力を突破しうる低出力核オプ

ションを米国が保持しているとすれば、ロシアの低

出力核弾頭の使用に対して米国も同程度の低出力

核弾頭による報復を行うとロシアに認識させるこ

とができる。そうなれば、低出力核弾頭を先行使用

したとしても、ディエスカレーションには結びつか

ないとロシアも予測することとなり、ロシアは低出

力核弾頭の先行使用そのものを断念せざるを得な

くなろう。このように、低出力 SLBM によって、

米国の核戦略上のオプションが広がり、核兵器が実
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際に使用される可能性を局限することができるの

である。 

さらにいえば、米国においては、NPR になんと

記述されていようと、「核使用の敷居」はあらかじ

め設定されているものではない。核使用に関する意

思決定は、極限的な状況においてその都度行われる

のである。低出力核オプションは、極限的な安全保

障上の危機において、低出力で副次的損害も小さい

核オプションを意思決定者に提供すること、すなわ

ち、「核使用の敷居」を超えたと認識されるような

状況においても、より小規模の核オプションを行使

することを可能とすることであると考えるべきで

あろう。 

こうしてみると、低出力核オプションについても、

それは「核の敷居」を下げるものというより、これ

もまた現在の悪化している安全保障環境に対応し

て米国の核抑止力を強化していくための方策であ

ると考えるべきであるといえよう。 

第 3 の論点は、2018 年版 NPR に示された政策

が核軍拡競争を招くかである。ここでまず重要なの

は、具体的に「核軍拡競争」は何を指すかである。

まず米露両国の戦略核戦力についてだが、これは

2010 年に合意された新 START 条約に基づき、配

備弾頭の上限が 1550 と決まっている。2018 年版

NPR は新 START 条約の破棄を提起しているもの

ではなく、むしろこれを維持していく方向性を明記

している。そのため、いかなる意味においても 2018

年版NPRは戦略核戦力の軍拡競争を惹起するもの

とは解釈できない。むしろ、トライデント D5 搭載

の核弾頭を改装して低出力核弾頭を装備すること

により、配備弾頭の合計としての爆発威力は低下す

ることとなる。 

次に問題になりえるのは、核搭載 SLCM の追求

である。この点については、2010 年の新 START 条

約合意後の次のアジェンダとされたロシアの非戦

略核の問題から論証を進める必要がある。 

新START条約は射程距離5500㎞以上の ICBM、

SLBM および戦略爆撃機を規制対象とするもので

あり、それに該当しない核弾頭は非戦略核とされ、

条約上の制限からは除外されている。他方、米側に

はロシアの非戦略核に対する強い懸念があり、新た

に核軍備管理の対象とすべきと考えられていたの

である。しかしながら、ロシアの INF 条約違反問

題が浮上したことによって、非戦略核の規制は進展

どころか、近年では議論されることさえなくなって

しまった。INF 条約は、冷戦末期の 1987 年に締結

されたもので、射程 500-5500 ㎞の地上発射型の巡

航ミサイル及び弾道ミサイルを完全に禁止する条

約であるが、ロシアはこの条約に違反して、禁止さ

れている射程距離に該当する巡航ミサイル SS-C-8

を開発・配備した疑惑がもたれたのである。 

ここで重要なのは INF 条約と新 START 条約と

の関係である。米露は、お互いに対する一定のカウ

ンターフォース能力及び第二撃能力を維持するこ

とを指標としてお互いの戦略核戦力の適正な規模

を算出し、新 START 条約のような戦略核軍備管理

条約によってその配備弾頭数の上限を定めている。

そして繰り返しになるが、新 START 条約は射程

5500 ㎞以上の ICBM などを規制対象としており、

射程 500 ㎞以上 5500 ㎞以下の地上発射型ミサイ

ルは INF 条約によって禁止されている。すなわち、

射程 500ｋｍ以上 5500 ㎞以下の地上発射型ミサイ

ルが存在しないことが、新 START 条約での配備弾

頭数上限 1550発についての合意の重要な戦略的前

提となっているのである。 

しかしながら、ロシアが INF 条約に違反して中

距離核戦力を配備しているとなると、米国としても

何らかの形でそれらに対する攻撃能力を整備する

必要がある。1 つの対応策は、戦略核戦力のター

ゲットにそれらの中距離核戦力をも含むことであ

る。しかしそうなると、配備弾頭数 1550 発を上限

とする現在の新 START 条約に基づく兵力では不

足する可能性が生まれることとなり、2021 年から

2026 年の間に期限がくる新 START 条約の後継条

約においては、更なる核軍縮どころか、現状の弾頭

数上限の維持さえ危うくなることとなる。しかしな
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がら、米国が新たに SLCM を開発し、ロシアの中

距離核戦力に対抗するのであれば、これも新

START 条約の規制対象外となるから、ロシアの

SS-C-8 の問題を戦略核軍備管理とは完全に切り離

して処理できるようになる。そう考えるならば、

SLCM についても、むしろ戦略核戦力の軍拡競争

を抑制する効果があると考えられるのである。非戦

略核の軍拡競争のリスクについても、ロシアが INF

条約を順守するならば SLCM の開発を行わないと

条件を明確化したことで、ロシアに非戦略核の軍縮

を促すアプローチであると評価できよう。 

むしろ、この観点でより大きな問題となりえるの

は中国の核戦力の強化であろう。特に、中国の核戦

力の近代化は、通常戦力を中心とする A2/AD 能力

の強化に比べるとこれまでは緩やかなペースでし

か進んでこなかったが、それでも着実に進んできて

いる。現在開発中とされる ICBM の DF-41 は、路

上移動式である上に 10 発の MIRV 化弾頭を搭載

可能と評価されている。中国が現在配備している中

距離弾道ミサイルが極めて高い命中精度を有して

いると考えられていることを踏まえると、DF-41も

やはり高精度の弾頭を搭載すると考えられるが、そ

うなると中国は、現状の対都市攻撃能力だけでなく、

米露のサイロ型 ICBM や固定式の指揮統制システ

ムに対するカウンターフォース能力を獲得するこ

ととなる。米露関係の悪化を考慮に入れないとして

も、そのような中国のカウンターフォース能力に直

面して、米露が新 START 条約レベルの配備弾頭

1550 発よりさらに進んだ核軍縮に合意できるかど

うかは難しい論点であろう。そうした点からも、核

軍拡競争を促す要因となるのは、2018年版NPR で

はなく、中国の核戦力増強といえる。 

 

 

2018 年版 NPR では、2002 年版 NPR によって

打ち出された「テイラード抑止」の考え方が継承さ

れている。「テイラード抑止」とは、「大は小を兼ね

る」的な考え方に基づく、「大きな脅威を抑止でき

れば小さな脅威も抑止できる」というような発想で

はなく、抑止すべき相手ごとに最適な抑止態勢を構

築する必要があるという考え方である。「テイラー

ド抑止」概念が初めて打ち出されたのは 2002 年版

NPR であるが、これは全体が秘密とされたことも

あって、具体的な内容は明らかにされなかった。初

めて全文が公表された 2010 年版 NPR では、ヨー

ロッパでは B61 核弾頭の前方配備を中核とする形

態、東アジアでは前方展開された通常戦力と弾道ミ

サイル防衛システムを中核とする形態、中東では展

開可能な弾道ミサイル防衛システムを中核とする

という形態というように、地域の特性に応じた「テ

イラード抑止」態勢を構築していくことが打ち出さ

れた。2018 年版 NPR では、それをさらに進め、ロ

シア、中国、北朝鮮、イランのそれぞれに対する「テ

イラード抑止」態勢のあり方が具体的な形で示され

ている。これは、宣言政策のみならず、より具体的

な能力の裏付けを伴う形で、東アジアの核抑止に関

して、これまでよりもさらに力強いコミットメント

を示したものといえる。 

さらに具体的に日本の安全保障への影響を検討

するうえで、1 つ重要な点は、2018 年版 NPR は、

米国の核戦力に関して、単に ICBM、SLBM、戦略

爆撃機という形でプラットフォームとして示すだ

けでなく、これらが備えるべき属性を具体的に示し

たことである。これは、具体的には 43-44 頁に記述

されており、①生存性、②前方展開が可能、③多様

で段階的なオプション、④精密攻撃能力、⑤防空網

突破能力、⑥迅速な対応能力、⑦射程の多様性、⑧

軌道の多様性、⑨誇示可能性、⑩再配備の容易性、

からなる。1 つの兵器システムがこれらすべての属

性を備えることは不可能であるから、米国の核戦力

全体としてこれら 10 個からなる属性を満たすべき

だ、という考え方であろう。これを同盟国の視点か

ら見ると、ここで示された 10 個の属性が、自らの

安全保障上の所要を満たすものとなっているかを

まず判断したうえで、それぞれの属性について評価

を加えれば、自国の安全保障との関係で米国の核抑

止力が十分か、あるいは不足しているかについて具

体的に分析できるようになったということができ

３．2018 年版 NPR と日本の安全保障  
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る。これは拡大抑止の信頼性を高めていく上で、

2010 年版 NPR に比べて大きな進化であるといえ

よう。 

この点から見て、日本が米国の核抑止力に特に期

待するのは、米国の拡大抑止の信頼性に一片の疑義

もないことを周辺諸国に示し、「デカップリング」

が成立しないことを認識させることと、戦略核レベ

ルでの相互抑止の成立が地域レベルでの安全保障

環境の不安定化を招く「安定・不安定の逆説」が起

こらないよう、戦略核レベルのみならず、A2/AD 能

力が存在する戦域レベルにおいても有効な核抑止

力が存在していることを周辺諸国に認識させるこ

とであるといえる。その点から、米国の核戦力が備

えるべき属性として〔多様で段階的なオプション〕、

〔防空網突破能力〕、〔迅速な対応能力〕、〔誇示可能

性〕が含まれていることは、日本に対する拡大抑止

の信頼性向上に大きく寄与するものであると評価

できよう。 

特に、2010 年版 NPR で核搭載トマホークを退

役させ、戦域レベルでの核抑止力としての役割は

B61 航空機搭載型核弾頭の有事の際の前方展開か

戦略爆撃機搭載型の巡航ミサイルによって代替す

るとされたが、それらは A2/AD 環境における〔生

存性〕や〔迅速な対応能力〕に疑問があった。B61 

航空機搭載型核弾頭を前方展開させれば、中国の場

合はそれを通常弾頭弾道ミサイルで攻撃すること

が可能であるし、米本土から亜音速で飛来する戦略

爆撃機に搭載されたやはり亜音速の巡航ミサイル

では迅速な攻撃が不可能だったからである。ICBM

や SLBM であればそうした状況下でも迅速な攻撃

が行えるが、それらは大出力の核弾頭を装備してお

り、〔迅速な対応能力〕ではあっても〔多様で段階

的なオプション〕とはいいがたい。しかしながら、

〔多様で段階的なオプション〕と〔防空網突破能力〕、

〔迅速な対応能力〕をすべて満たすトライデント

D5 改造型の低出力バージョンの SLBM であれば、

抑止力を向上することができるのである。 

こうしたことから考えると、2018 年 NPR で示

された「テイラード抑止」の考え方と具体的な能力

整備の方向性は、一層厳しさを増す安全保障環境に

置かれている日本の安全保障を高めることに寄与

すると評価すべきものであるといえよう。 

 

 

トランプ政権においては、選挙戦中に、これまで

のいわゆる「エスタブリッシュメント」のコンセン

サスとは大きくかけ離れた経済政策や同盟観が表

明されたことや、政権発足後も大統領自身が時に過

激な言辞を用いたツイートを行っていることもあ

り、過去との非連続性に注目されがちである。しか

しながら、2017年版NSSにしても、2018年版NPR

にしても、トランプ政権によって非連続的な変化が

引き起こされているというよりは、むしろ 2010 年

以降進んできた安全保障環境の悪化に対するレス

ポンスとしての性格が強いと考えられる。テッド・

クルーズであれ、マルコ・ルビオであれ、おそらく

予備選に出馬していた共和党の大統領候補であれ

ば、だれが勝利していたとしてもほぼ同じ政策を打

ち出していたであろう。特に 2018 年版 NPR につ

いていえば、それが 2010 年版とは核軍縮に対する

スタンスについて違いがあるが、オバマ政権におい

ても、新型 ICBM と新型ミサイル原潜の開発につ

いてはオバマ政権の時に決定されたものであるこ

とからも分かるように、安全・確実・効果的な核抑

止力の構築については強固なコミットメントが存

在していたのであり、核軍縮における非連続性と同

時に核抑止力の整備に関する連続性も明らかに観

察できる。 

それと同時に、核兵器の役割や低出力核オプショ

ンのように、論争的な記述や計画が含まれているこ

ともまた事実であろう。筆者は核戦略の専門家とし

て、それら論争的な部分を含めて、2018 年版 NPR

で示された核戦略や今後の方向性は、日本の安全保

障の観点から高く評価すべきであると考えている。

同時に、軍拡競争には至らないとしても、オバマ政

権と比べて軍縮を進める方向性が見られないのも

おわりに 
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確かであり、そうした観点からの批判を排除するも

のではない。ただし、批判は、2018 年版 NPR を生

み出した論理や背景を理解して行うべきものであ

ろう。 

核抑止戦略の草創者の一人であるトマス・シェリ

ングがノーベル経済学賞を受賞していることから

も分かるように、そもそも米国の核戦略は、冷戦期

に「世界が滅びるかもしれない」という切迫した危

機感を背景に、その時代の「ベスト・アンド・ブラ

イテスト」と呼ばれるべき人々が集まって作り上げ、

現在でも非常に高度な論理性をもって構築されて

いる知的体系である。そうである以上、それを批判

するにあたっては、批判する側にもそれに匹敵する

高度な論理性と知識とが必要とされるであろうこ

とを指摘して、本稿の結びとしたい。 
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